
「メンテナンスガイド」 版 

取扱説明書 
HLB 860 

お客様の安全を確保し機器の損傷を避けるため、本製品をめて 

ご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をお読みください。   
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1.安全上の注意とお願い

安全にお使いいただくために、必ずお読みください。 

※ ご使用の前に、この安全上の注意とお願いを良くお読みの上、正しくお使いください。

※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用される方や他の方々への危害や損害を未然に防止する為のものです。

※ 取扱説明を守らずに、ケガをしたり、故障をした場合は弊社は一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

※ この取扱説明書は紛失しないように、大切に保管してください。

本書中の絵表示の説明 
説明内容を無視し、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、 

次の表示（絵表示と用語）で区分し、説明しています。 

警告 

この表示を無視して、誤った

取り扱いをすると、人が死亡

又は重傷を負う可能性が想定

される内容をしめしています。 
危険 

この表示を無視して、誤った取

り扱いをすると、人が死亡又は

重傷を負う恐れが高い内容を示

しています。 
注意 

この表示を無視して、誤った取り扱い

をすると、人が傷害を追う可能性が

想定される内容および物的損傷の発

生が想定される内容を示しています。 

以下の注意事項は、製品を安全にご使用いただき、お客様やご家族の方に怪我や損害を未然に防ぐため表示していますので、 

本文をよくお闇ください。 

禁止 

してはいけない内容 

強制 

必ず実行しなければいけない内

容 

注意 

気を付けなければいけない内容 

この記号は、危険・警告・注意

を即す内容があることを告げ

るものです。図の中に具体的

な内容（左図の場合は感電注

意）が描かれています。 

この記号は、禁止の行為である

ことを告げるものです。図の中

や近傍に具体的な禁止内容（左

図の場合は分解禁止）が描か

れています。 

この記号は、行為を強制したり、指示

したりする内容を告げるものです。図

の中に具体的な指示内容（左図の場

合は差し込みプラグをコンセントから

抜いてください）が描かれています。 

安全上の注意 
機器の取り付け・修理・分解は、資格のある技術者にご依

頼ください。 

●設置や接続を間違えると、事故や故障の原因になりま

す。 

電源を切る際は確実に電源が切れたことを確認してくださ

い。 

●電源の消し忘れは火災の原因になります。

機器の梱包をすべて取り除き、損傷がないかを確かめてく

ださい。 

●梱包材が残っていると発火の原因になります。

●機器に損傷がある場合は、販売店にご連絡ください。

●火災や、感電・発火の原因になります。

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れたり、スイッチ

類を操作しないでください。 

●感電の原因となります。

200V 

電源コンセントは定格 20A 以上、交流 200V の専用コンセ

ントに繋がっている専用ブレーカーで使用し、分岐コンセン

トは使用しないでください。
危険 

傷んだコードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しな

いでください。 

●感電やショート、発火の原因になることがあります。

オーブンを外に設置しないでください。日光や直接雨風に

当たることのないようにしてください。 

●ショート、感電、故障の原因となります。また本体の寿命を縮

めます。 

アースは確実に取り付けてください。

●故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アース工

事は、必ず販売店にご相談ください。 

水がかかりそうなところや、火気の近くにオーブンを設置し

ないでください。 

●感電・漏電・火災になる恐れがあります。

機械の部品は弊社製品以外のものはご使用にならない

でください。 

●合わない部品を使用した場合、事故や故障の原因にな

ります。 

危険 

オーブンの前面上部にある排気口に可燃物を置いたり、

水を掛けたりしないでください。 

●タオルや布巾などを掛けないでください。故障や火災の原因に

なります。 

機器を設置した後に、機器周辺の改装（吊り戸棚を設置

する為）は行わないでください。 

●設置基準上問題となる恐れがあり、火災などの原因と

なる場合があります。 
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オーブン使用時の注意

本製品は、ご家庭・職場・移住環境での使用のためにデ

ザインされています。 

日本国内でのみ、お使いください。 

●この機器は、日本仕様になっています。国外での使用

はショートや感電、事故の原因になります。 

危険 

機器の上や周りには、可燃性のもの（カーテン、新聞紙、

紙袋など）は置かないでください。 

●焦げたり、燃えたり、爆発等火災の原因になります。

注意 

ドアに座ったり、強い力を加えたり、衝撃を与えないでくだ

さい。 

●ケガをする場合があります。また、ドアや引き出しが変

形したり、閉まらなくなったりします。 

ドア開閉時、指はさみにご注意ください。 

危険 

油や脂肪、可燃物を入れたまま放置しないでください 

●発火したり、火災の原因にもなります。

危険 

スプレー缶やガソリン、ベンジンなど、引火の恐れのある

ものを近くに置いたり、使用しないでください。 

●熱でスプレー缶の圧力がかかり爆発の恐れがありま

す。 

●引火爆発し、火災、ヤケドの原因となります。

オーブンの底をアルミホイルで覆わないでください。調理機

能に影響を与えたり、オーブン内のホーローやキッチンユ

ニットの内部を傷つけたりする恐れがあります。

注意 

踏み台にしたり、腰を掛けたり寄りかかったりしないでくだ

さい。 

●ケガや事故、故障の原因になります。 警告 

調理中又は調理後は操作部分以外は触らないでくださ

い。 

聞き本体とその周辺および調理道具が熱くなります。小さ

い子供がいるご家庭ではヤケドに注意してください。 

オーブンの排気口がごみやほこりでふさがれないよう、こ

まめにお手入れをしてください。 

異常時と緊急時の処置は 

①使用中の異常な加熱など、異常が感じられた時は使用

を中止してください。②地震や火災など、緊急の場合は、

あわてずに使用を中止してください。 

●異常を感じた場合は、販売店にご連絡ください。
危険 

調理以外の用途には使用しないでください。 

●衣類の乾燥などに使用しないでください。異常加熱に

より火災の原因になります。 

注意 

オーブンは使用中に加熱されます。オーブン内で作業を

行う際は必ずオーブン用手袋を使用し、発熱体に触れな

いようにしてください。 警告 

オーブンを使う時は、手や顔を近づけすぎないでください。

●排気口から高温の排気が出ますので、注意してくださ

い。 

警告 

長期間使用しない時は、専用ブレーカーを切ってくださ

い。 

●絶縁劣化などで火災の原因になります。

ブレーカーが落ちたり、異音や異臭がする、触るとビリビリ

するときは、すぐにサービスセンターにご連絡ください。 

警告 

使用中や使用直後は、操作部以外に触らないでくださ

い。 

●機器本体とその周辺が暑くなります。特に小さな子供

がいるご家庭ではヤケドに注意してください。 

本製品は、ベーキング・ロースト・グリル・解凍等家庭用食

材の調理を目的としてデザインされていますので、その他

の目的で使用された場合、保証対象外となる恐れがありま

す。 

警告 

8 歳以下の小さなお子様や使用に不安のある場合は、周

囲に監督者がいない限り、決して使わせたり、触らせたり

しないでください。 

●思わぬケガや火傷、感電などの事故を起こすことがあ

ります 

危険 

食品の保存剤や脱酸素剤などは取り出してください。 

●発火や発煙の恐れがあります。

庫内に食品が入っていない状態で、使用しないでくださ

い。 

●異常高温になり、火傷をしたり、安全機能が働いて、自

動停止する場合があります。 

調理中や調理後は高温になっているので、高温部に触れ

たり、水を掛けないでください。 

●火傷や、ドアのガラスが割れて怪我をする場合はありま

す。 

警告

調理中は機器から離れたり、お休みにならないでくださ

い。 

●調理中のものが焦げ、火災になる恐れがあります。

オーブンが故障した場合は必ずプラグを抜いてください。
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クリーニング・メンテンス時の注意

警告 

お手入れの際は必ずスイッチを切り、本体を主電源から切り

離してください。庫内の温度が冷めてから行ってください。 

●スイッチが入ったままお手入れを行うと、ヤケドをする恐れがあり

ます。●運転直後は高温の為、冷まさずにお手入れを行うと、

ヤケドをする恐れがあります。

警告 

庫内底面に衝撃を与えたり、水を掛けたりしない。 

●破損して怪我をする恐れがあるため、サービスセンタ

ーにご連絡ください。 

機械を廃棄処分する際には、機械がまた電源につながれな

いように、電気コードを切ってから処分してください。 

●機器は、地域の条例に従って、正しく廃棄してください。

オーブンのクリーニングには、スチームクリーナーや加

圧水を使用しないでください。 

この商品を他の人に売ったり、譲渡する時は、取扱説明書を

必ず添付してください。 

●新しい所有者が安全に正しく使う為に、取扱説明書が必要です。
注意 

オーブンドアのクリーニングには、金属製のたわしや、

ワイヤーブラシ、市販の研磨剤入り粉末洗剤を使用し

ないでください。表面に傷がつき、ガラスが割れる原因

になります。 

警告 

クリーニングやメンテナンス作業は、保護者の目の届かない

ところで子供だけで行わないようにしてください。 

クリーニングやメンテナンスの際は、棚受けや伸縮ラン

ナーを含む全ての付属品をオーブンから取り外してくだ

さい。 

電球を交換する前に、オーブンが主電源から切り離されてい

ることを確認してください。感電する恐れがあります。 

危険 

吹きこぼれや余分な汚れは、熱分解クリーニングサイ

クル中に発火して火災の原因となるので、きれいにふ

き取ってください。 

安全の為バックパネル（ファンを保護するもの）がない状態で

オーブンを運転しないでください。

その他の重要な注意事項 

■ 使用中は底面に水をかけないでください。 エナメル質を損傷する可能性があります。

■ 水分の多い食品を調理する場合、オーブンのドアに結露が発生することがあります。

■ 調理中にオーブンの扉を閉めると、内部の空気の音が聞こえます。 これは、ドアが閉じているときに

ドアによって加えられる圧力のためにおこるもので、庫内が密閉されていることを意味し正常です。
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■
 

エコロジーパックの廃棄について

パッケージはリサイクル可能な材料で作られており、他の用途に使用することができます。 

これらの素材を廃棄する際の必要な手続きについては、お住まいの地域の自治体にご相談ください。 

製品廃棄について 

家電製品のリサイクルに関する詳しい情報は、廃棄物処理サービスまたは製品を購入した施設にお問い合わせ 

ください。 

初めてご使用になる前に 

オーブンの中には、製造過程で油分やその他の物質が残っていることがあります。このような場合は、

以下の手順で除去してください。 

1. オーブンから、保護ビニールがある場合はそれも含めて、すべてのパッケージを取り外します。

2. オーブンの設定を、 にするか、この設定ができない場合は に設定して、200℃で1時間 

放置してください。この方法については、本マニュアルに添付されている取扱説明書を参照してください。 

3. 扉を開けたままオーブンを冷やし、換気をして庫内に臭いが残らないようにします。

4. 冷めたら、オーブンと付属品を掃除します。

この最初の作業では、煙やにおいが発生します。そのため、キッチンは十分に換気してください。 
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付属品について 

オーブンの底面に容器や食品を置かず、オーブンに付属のトレイやラックを必ず使用してください。

ヨーグルトを準備する際は、瓶をオーブン底に置いてください。

他の食品を調理する場合は、トレイまたはラックをオーブン内のランナーに挿入してください 

1.サイドサポートの2本のレールの間、または取り出し可能な抽出ランナーがある場合はそのランナーの上においてください。

2.ラックとトレイの一部には、誤って外れるのを防ぐための溝が付いて

います。これらの溝は、オーブンの背面に向けて、下向きに配置して

ください。

3.コンテナを載せるラックの表面は、サイドレールよりも下にある

必要があります。これにより、コンテナが誤って滑ってしまうのを

防ぐことができます。

4.トレイの前面には、取り出しやすいようにタブが付いています。

タブがオーブンの外側に向くようにトレイを置いてください。
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伸縮式ランナー 

一部のオーブンモデルには、伸縮式ランナーキットの付属品があります。 

ランナーサポートに伸縮式ランナーを組み立てるには、次の手順に従います。

折りたたみ式クリップ付き伸縮ランナー 

ランナーは下から２番目の高さに設置してください

注意  

1.保護フィルムを剥がす。

2.アッパーレールの大きなクリップを引っかけ、ロワーレールの小さなクリップに

引っかかるまでランナーを伸ばします。

3.ランナーが完全に固定されると、「カチッ」という音がします。

4.トレイやサポートを固定するための切込は、オーブンのフロント部分にある必要

があります。

ダイレクトクリップ付き伸縮式ランナー 

単一伸縮ランナーは、下から開始して高さ1、2、3、および5に配置してください。 

 注意 

二重伸縮ランナーは、下から開始して高さ1、2、および3に配置してください。 

45 cmのオーブンでは、伸縮式ランナーは高さ1に配置されます。 

1.好みの高さのトップレールにクリップを引っ掛けます。

2.ランナーが完全に固定されると、「カチッ」という音がします。

3.トレイ/ラックサポートを固定するための切込は、オーブンの前部に残しておいてください。
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洗浄・メンテナンス 

操作を始める前に、本機を主電源から切り離してください。 

警告 

オーブン外面とオーブン付属品の清掃

オーブン側面と付属品は温かい石鹸水または中性洗剤で清掃します。

ステンレスや塗装面の清掃には十分注意してください。柔らかいスポンジや布を使用してください。

オーブン内部の清掃

● オーブンの内部を定期的に清掃して、油分や食品の痕跡を取り除きます。これらの痕跡は、後に煙

や臭いを発したり、シミの原因となります。

オーブン底面など、エナメル加工された表面を掃除するには、温かい石鹸水を含ませたナイロンブラシや

スポンジを使います。オーブンが冷めてから掃除してください。

オーブンクリーニング製品は、エナメルの表面にのみ使用し、必ずメーカーの指示に従ってください。

オーブン内部の清掃は、蒸気や加圧水型の洗浄機で行わないでください

  注意 

● ステンレスたわし、ワイヤーブラシ、またはエナメルを傷つける可能性のある器具は使用しない

でください。

● 時間が経つにつれて、トマト、酢、塩焼き料理などの特定の種類の食品は、エナメル質の色を変え

る可能性があります。 これは正常でありオーブンの機能には影響しません。 説明されているよ

うな方法でこれらの汚れを無理に取り除こうとしないでください。

表面に損傷を与える可能性があります。

● オーブンシールを定期的に清掃し、油分や食品の痕跡をすべて取り除きます。そうすることで、そ

の後の調理中にシールが損傷したり破損したりするのを防ぐことができます。

このシールは剥がさずにクリーニングしてください。

サイドサポートの分解

1.オーブン内のアクセサリーをすべて取り外します。

2.留め具（A）の前面にあるナットを完全に緩め、ワード用サポート（B）を引っ張って

取り外しま

支柱の組み立て 

3.後方のくぼみを後方固定用ナットに挿入します。

4.前方固定ナット（C）をサポートの前方のくぼみに固定します。

5.ナット（D）でサポートを固定し、完全に調整されるまで回します（E）
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ボトムパネルの分解 

ボトムパネルを取り外すには、まず前のセクションで説明した手順に従ってサイドサポートを取り外します。 

1.下部のネジ（A）を外し、次に上部のネジ（B）を外します。

2.ボトムパネルを組み立てるには、逆の手順で行います。

安全のため、ファンを保護するバックパネルがない状態でオーブンを運転しないでください。 

警告 

組込み式グリル付きオーブン 

オーブンのトップ部分の清掃

1.オーブンが冷めるまで待ってください。

2.グリル・ヒーターのレール（A）を両手でオーブンの奥に押し込み、上部固定ナット

（B）から取り外します。

3.ヒーター部分を外し、オーブンの上部を清掃します。

4.その後、グリルヒーターを元の位置に戻し、逆の手順で作業を進めます。

TEKA ハイドロクリーン® 機能を備えたオーブン 

「オーブン機能」版の取扱説明書を参照してください。
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オーブンドアの清掃

お手入れを簡単にするために、ドアを取り外すことができます。お手入れ方法は、お使いのオーブンのドアの種類に応

じた説明書に従ってください。 

ヒンジ付きドアの分解・組み立て

1.オーブンのドアを全開にします。

2.掛け金を回してヒンジをブロックします。

3.ドアをロック位置まで閉めます。

４.両手でドアの両側を持ち、ヒンジが完全に外れるまでオーブンドアを持ち上げて引き抜き

ます

ドアの組み立て 

5.扉の側面下部を両手で持ち、ヒンジアームをハウジングに差し込み、扉を思い切り倒しま

す。

6.オーブンのドアを完全に開きます。

7.ラッチを元の位置に戻す。

ラッチを回すのが難しい場合は平らな工具で回すことができます

ドアのヒンジ部分の分解・組み立て 

1.オーブンのドアを全開にします。

2.両方のラッチを回して、ヒンジをブロックします。

3.ドアをロック位置まで閉めます。

4.両手でドアの両側を持ち、ヒンジが完全に外れるまでオーブンドアを持ち上げて引き抜きま

す。

ドアを組み立てるときは、逆の手順で行ってください。 
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ドア内側のガラスの分解・組み立て 

扉をオーブンに取り付けた状態でガラス板を取り外す場合は、必ずヒンジをロックした状態で行ってくださ

い。そうしないと、ドアが閉じてしまい、固定さられていないガラス板が破損して怪我をする恐れがあります。 

警告 

これを防ぐには、前のセクションの手順に従って、ドアを外した状態でガラス板を分解してください。 

モデルによって、オーブンには2枚、3枚、または4枚のガラスが使われています。お使いのオーブンのドアの種類に応じ

た指示に従ってください。

1.指を使って、オーブンドアの両サイドの上部にあるボタンを押します。

2.押したまま、ドアの上のプラスチックシールを引っ張ります。

3.ドアからガラス板を取り外します。ガラスクリーナーまたは石けんと水と柔らかい布で汚れを落とします。

ガラス板を取り外す際には、その順序と位置に注意してください。 

クリーニング後は、同じ順序と位置で組み立ててください。

注意 

4.きれいになったら，図31に示すように，○3 番パネルを同じ位置に挿入し，そこに印刷さ

れている 「TERMOGLASS」 の表示が見えるようにする。 

5.○2 番パネルを印刷部分がドアの内側になるように挿入します。

6.ドアのトップシールを再装着し、サイドタブが庫内に収まっていることを確認します。
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ドアのガラス板が欠けている場合は、絶対にオーブンのスイッチを入れないでください。 

危険 

オーブンランプの交換

電球を交換する前に、オーブンが主電源から切り離されていることを確認してください。 

 警告 

交換用電球は、300ºCまでの温度に耐える必要があります。サービスセンターにお問い合わせください。 

アッパーバルブの交換

1.電球ホルダーのガラスカバーのネジを外します。

2.電球を交換して、ガラスカバーを組み立てます。

サイドバルブの交換

1.先端が平らな工具でバルブホルダーのガラスカバーを持ち上げます。

2.バルブを交換し、ガラスカバーを組み立て、すべてが正しい位置に収まっているこ

とを確認します。

LEDランプの交換 

サービスセンターに連絡してください。
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故障かな？

このセクションでは、オーブンに発生する可能性高い問題について説明します。また、最も一般的な原因と考えられる解

決策も併せてご紹介します。 

オーブンが作動しなくなった

•電源の接続を確認してください。

•設置場所のヒューズとサーキットブレーカーを

確認してください。

•タイマーがマニュアル設定かプログラム設定に

なっていることを確認してください。

•コントロールと温度ダイヤルの位置を確認して

ください。

庫内灯が点灯しない 

•電球を交換する。

•据付説明書に従って正しく設置されているか確

認してください。

ヒーターのパイロットランプが点灯しない

•温度を選択します。

•設定を選択します。

•オーブンが選択された温度まで加熱されている

間だけ点灯します。

使用中のオーブンの煙 

•初回使用時は正常です。

•オーブンは定期的に清掃してください。

•トレイに入れる油脂の量を減らす。

•調理チャートに記載されている温度以上で調理しな

いでください。

期待通りの調理結果が得られない 

•オーブンの操作方法については、調理チャートを確

認してください。

エナメル質の色が変わったり、シミが出てきた

•一部の食品の化学成分により、エナメル質に変

化が生じることがあります。これは正常なことで、

エナメル質の特性を損なうものではありません。

これらを参考にしても問題が解決しない場合は、サービスセンターにお問い合わせください。 

 警告 

技術サービス部門に、どのような問題が発生しているかを詳しくお伝えください。 

1.シリアルナンバー(S-No)

2.家電製品のモデル（Mod.）

この情報は、ドアを開けた片側にあるオーブンの識別プレートに記載されています。 
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アフターサービス

故障の際は 

機器の故障の際はサービスセンターまでお電話下さい。 

下記の項目をご記入の上、故障状況を正しくお伝え下さい。 

サービスセンターに連絡をする時は、下記項目をご確認の上お電話下さい。

■故障状況

■ご住所

■お電話番号

■お買い上げ日 年 月 日 

■機種：TEKA 電気オーブン HLB 860

■ご都合の良い日 月 日 曜日 午前・午後 時頃 

保証について 

○ 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。 

○ 保障期間中は記載内容に基づいて修理いたします。

○ 保証期間を過ぎた場合は修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理をいたします。

● この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

点

検 

ご使用の際この

ような症状はあ

りませんか？ 

● 電源コード、プラグが異常に熱い。

● 電源コードに深いキズや変形がある。

● 焦げ臭いにおいがする。

● ビリビリと電気を感じる。

● その他の異常や故障がある。

▶ 
ご使用中止 

このような症状の時は使用を中止

し、故障や事故の防止のため必ず

販売店に点検をご相談下さい。 

サービスセンター

フリーダイヤル

0120-153-888 
受付時間：9：00～17：00 

（土日祭日を除く） 

故障かな？と思ったら… 

まずはこの取扱説明書をお読みいただき、

P.13の「故障かな？」をご覧の上、もう一度

確認を行ってください。 
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